
1,500円～2,400円

パート労働者 不問 03010-22970971
普通自動車免許一種

(1)19時00分～21時00分
1,300円～1,300円 (2) 8時30分～19時30分

有期派遣パート 不問 03010-22925671
普通自動車免許一種

(1) 6時30分～17時50分
1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03010-22926571

(1) 9時00分～15時00分
800円～800円 (2)10時00分～16時00分

(3) 9時00分～16時00分

有期派遣パート 不問 03010-22828371

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 3937171

(1) 9時00分～18時00分
800円～800円 (2) 9時00分～17時00分

(3) 9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 3938071
普通自動車免許一種

（通勤用）
760円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3940571
変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

750円～800円

パート労働者 不問 03030- 3935271
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
900円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 3932471
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種
（自家用車使用） 900円～1,130円

パート労働者 不問 03030- 3925771

(1) 7時00分～11時00分
750円～750円 (2)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 3926871

800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 3927271

(1)13時30分～17時15分
740円～750円

パート労働者 不問 04010-62323871

1

（請）法務局証明書発行窓
口業務［宮古市］

1人

法務局内登記事項証明書等の発行業務・窓口受
付、証明書作成、交付・電話応対、印紙販売＊上
記就業場所では平成３２年９月３０日迄ですが、
更新の可能性あり（就業場所が変更になる場合が
あります）＊急募＊

宮城県仙台市青葉区立町
１－２　広瀬通東武ビル
８階

株式会社　東武

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

簡単なパソコン操作
又は 8時15分～17時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

雑貨等の販売

1人

当店では医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を取り
扱っています。店内でのレジ打ち、接客、清掃
等、販売に関わる業務を行っていただきます。ま
た、主に雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列
作業もあります。＊長期勤務できる方希望します

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

株式会社　ツルハ
ドラック岩手山田
店雇用期間の定めなし

又は 9時00分～14時00分の
間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

販売員

4人

コンビニエンスストア店内での販売業務（レジ、
接客応対、商品袋詰め、品出し、陳列など）を担
当していただきます。その他店内外の清掃等もお
願いします。＊週２日以上勤務できる方を希望し
ます。

岩手県宮古市南町１２ー
１７

有限会社　坂兼商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員「介護」

2人

利用者に対する在宅介護業務を行います。（調
理、部屋の掃除、入浴、排泄、通院付添い等）事
務所に出勤してから利用者宅を訪問します。介護
サービスの内容にもよりますが、１日平均３～５
件の訪問となります。活動エリアは山田町内全域

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－３８－５

有限会社ヘルパー
はうす

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～20時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

測量補助

1人

宮古市鍬ヶ崎地区において、区画整理事業の測量
全般に従事していただきます。測量士の指示に従
い作業を行っていただきます。現場、直行直帰と
なります。＊測量経験あれば尚可


岩手県宮古市保久田６－
２　コーポ８　２号室

株式会社　日測
宮古事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

組立作業

2人

成形（インサート成形）で造った電子部品を組立
治具等を使用して、組立作業を行います。また、
堅型成形機を使用し、インサート成形（金属と樹
脂の複合成形）で電子部品（コネクタ）の製造を
行う場合もあります。＊未経験の方でも対応でき

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

データ入力・整理業務

1人

工場の各部門から提出される生産日報のデータ入
力を行います。また、データの取りまとめや、
データ整理も行っていただきます。※データ整理
にマイクロソフト・エクセルを使用するため、エ
クセルを使用できる方を希望します。

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作

又は 8時30分～17時30分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

受付事務

1人

当眼科医院内において、来院患者の受付や診察室
への誘導、レジを使用しての会計精算、電話応対
などの業務を行っていただきます。診療報酬明細
書（レセプト）作成業務はありません。

岩手県宮古市向町４－４
１

有限会社　宮古メ
ディカルコンタク
ト雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

野菜等食品区分け

1人

野菜や精肉、鮮魚等をコンテナボックスに詰め
て、市内の施設、保育所、病院等に配達するため
の区分け作業をして頂きます。※経験者であれば
なお可

岩手県宮古市山口３丁目
５－１２

山口団地　ショッ
ピングセンター

雇用期間の定めなし

又は15時00分～18時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

部品検査（宮古市）

3人

派遣先の事業所において次の業務を担当していた
だきます。・目視や製品を拡大して見る、拡大鏡
で検査を行います。・座り仕事ですが、製品を袋
から出したり、検査後袋に入れ直し運んだりと多
少動きます。※採用決定なり次第就業して頂きま

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号２Ｆ　ア
クエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

選挙の出口調査（岩手県）

35人

衆議院議員選挙の各自治体に設置される投票所を
巡回し、投票後の有権者に記述式アンケートを依
頼、報告していただきます。＊研修：１０／１４
（土）１３：３０～１６：３０、場所：盛岡市内
丸＊調査：１０／２２（日）６：３０～１７：５

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオス１
３階

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

日雇

パソコン基本操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ）

岩手県宮古市、他

庶務事務（期日前投票出口
調査／岩手県）

12人

衆議院議員選挙の期日前投票所における出口アン
ケート調査の実施・報告をしていただきます。＊
研修：１０／１３（金）１９：００～２１：００
＊調査：１０／１４（土）、１０／１５（日）、
１０／２０（金）、１０／２１（土）８：３０～

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオス１
３階

株式会社　パソナ
パソナ・盛岡

日雇

パソコン基本操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ）

岩手県宮古市、他

事業所名
求人番号

家庭教師（宮古市）

3人

小学生・中学生・高校生・浪人生への学習指導。
１日２時間の指導。小学生は主に国語・算数、中
学生・高校生・浪人生は数学・英語が中心となり
ます。＊教科については相談に応じます。＊就業
日数は週１日～で応相談

岩手県盛岡市上田２丁目
２０－２０　サンヴィ
レッジ上田２０１

学生家庭教師会
盛岡

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は16時00分～22時00分の
間の2時間程度

岩手県宮古市

     （9月29日時点の内容です）

　　９月２６日　から　９月２９日　までに受理した求人です。　  ＜次回発行日は　１０月１２日です＞

職種・雇用期間・雇用形態求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

時間額 就業時間
所在地

就業場所

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。  ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。 

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。           ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがあります。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。  ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。 

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。           ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがあります。 パートタイム 

平成２９年１０月５日発行  


